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繊細「巨大あも琵」を作ったよ！
わたしたち、ジュニアリーダーは、初めて巨大めいるを

作ってみて大人の人たちの苦労を知りました。そして、大

人の人たちのやさしさをすごく感じました。

チラシを配りに行った時、みんなが「楽しそう！行きた

い！」といってくれた時はすごくうれしかったです。何よ

りたくさんの人が来てくれた事が一番うれしかったです。
薙「：：績∵押‾、　邁

罷享掻主義詰言霊議
謹雪攣∵壷濾

みんな笑顔でゴールに出て

きたので良かったです。友

楽タイムのお手つだいをし

て、こんなにうれしい事が

あるとは思ってもいません

でした。わせだっ子の代表

として、これから友楽タイ

ムでいろんな案を出してわ

せだっ子をもっと明るく、
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もっと元気に、もっと笑顔にしていきたいです。

これから、友楽タイムの実行委員さんとジュニアリーダー

の「力」を合わせて友楽タイムをもりあげていきたいです。

今回の巨大めいろを朝早くから準備していただいた実行

委員のみなさん、本当にありがとうございました。

ジュニアリーダーもこれから活やくしていけるよ

うがんばります。

これからも、よろしくお願いします。

早稲田小5年　石丸千咲（いしまる　ちさき）
姥江咲和（えびえ　さわ）
益田心蘭（ますだ　みらん）
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早稲田三丁目100歳体操 　早稲田公民館10：00－ ��早稲田小　平和の集い 

牛田地区原爆死没者追悼式典 ��早稲田二丁目上100歳体操 �早稲田二丁目ともえ会「いきいきる－む」 
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7日 �8日 �9日 �‾奉　10日 �11日　Jl吋 �12日　　　　　　　　　　　　　　13日 

立秋 �いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」 �子育てオープンスペース �早稲田四丁目「ちやのみば」100歳体操 �山の日 � 

東4丁目「ひだまり」 �早稲田集会所10：00～ �「みずあそびしよう」 �市営集会所10：30－ �束二丁目上町内会　役員会 � 

女学院大学ゲストハウス10：00－ �　健康相談は 繊　ありませんo �早稲田公民館　9：30－11：30 �早稲田二丁目上100歳体操 �早稲田集会所19：00－ � 

女性会わっせ練習日 早稲田集会所19：15－20：45 ��早稲田三丁目100歳体操 　早稲田公民館10：00～ �早稲田二丁目上集会所13：30～ �早稲田二丁目上町内会幹事会 早稲田二丁目上集会所19：00～ � 
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14日 �15日 �16日 �中日 �18日 �19日　　　　　　　　　　　　　　20日 

東二丁目「ぼちぼち」 �いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」 � �早稲田四丁目「ちやのみば」100歳体操 �東二丁目上町内会　幹事会 �早稲田四丁目町内会　幹事会　　体協　定例会 

いきいき健康体操／100歳体操 　早稲田集会所10：00～ �早稲田集会所10：00～ � �市営集会所10：30～ �早稲田集会所19：00－ �早稲田公民館19：00～　　　　　早稲田集会所19：30－ 

早稲田二丁目上100歳体操 �早稲田中PTA　夜間安全パトロール �第36国東区親善スポーツ大会 
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東4丁目「ひだまり」　　　　　　いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」 ��処暑 �早稲田四丁目「ちやのみば」100歳体操 �オープンスペース「てんとう虫」　女性会　定例会 

女学院大学ゲストハウス10：00～　　　　早稲田集会所10：00－ ��早稲田中　登校日 �市営集会所10：30～ �早稲田公民館10：00－12：00　　　　　早稲田集会所10：00～ 

早稲田三丁目町内会　役員会 ��早稲田三丁目100歳体操 �早稲田二丁目上100歳体操 �早稲田中学校協力者会議 1日　2日　3日 

早稲田公民館19：00～ 女性会わっせ練習日 早稲田集会所19：15－20：45 　　蕗繚琵！ 28日　29日 ��早稲田公民館13：30～ ●｛ヽ ．∴・二十‾ 30日 �早稲田二丁目上集会所13：30一 課繕琵1 31日 

早稲田中授業再開　　‾　　いきいきサロンよりみずサロン＆100歳体操」 ��早稲田小始業日　　‾　　　東2「ぼちぼち」東4「ひだまり」 

社協だより編集日　　　　　　　　　　　早稲田集会所10：00～ ��早稲田三丁目100歳体操＆サロン　ふれあい料理教室 

東二丁目「ぴよぴよサロン」 　早稲田集会所10：00～ ��早稲田公民館10：00～早稲田四丁目「ちやのみば」100歳体操 　　　　　　市営集会所10：30～ 

女性会　わっせ練習日 ��早稲田二丁目上100歳体操 ��募集！l「住民同乗青パト“パトロール」に同乗してみませんか？（2－3人でどうぞ） 

早稲田集会所19：15－20：45 ��早稲田二丁目上集会所13：30～ ��希望者は228－8810（早稲田学区防犯会長山下）へ連絡下さい。 　1　　　　1 

老いも若きも、早起きして 

ラジオ体操に参加しましょう！ 

各町の予定を回覧板などで確認してくださいね。 

！ 東二丁目7月24日～8月10日　　　　早稲田二丁目7月21日～27日“8月17日～25日三各町址 �� 

東国丁目　7月21日～28日”8月22日～25日　早稲田三丁目　7月21日～27日“8月18日～23日 �　ノヽ 土・日暮雨天中止 

早稲田四丁目　7月24日～31日〃8月17日～25日 



いきいきサロン「よりみち」

「津軽三味線演奏会」

6月21日（水）早稲田公民館から河野一志奏者に

よる津軽三味線が会場狭しと鳴り響いていました。

津軽三味線は津軽民謡の伴奏を起源とする叩き演奏
、－＿＿　であるが「津軽あいや節・荒城

かったが、私自身、

の月・津軽よされ節」等、一曲

毎に本調子とか二上がり、また

気温や湿度に影響を受ける楽器

を調弦しながらの曲弾きに、Ih

の琴線が揺さぶられる思いがし

ました。特に圧巻は「津軽じょ

んがら節」の迫力！路上ライブ

の経験や練習法のトークも楽し

津軽民謡を子守歌に育った「津

軽の人」なので最前列に陣取ってバチさばきや指使

いに見惚れながら

堪能できたことは

他に勝る幸せ者だっ

たかも知れません。

素晴らしい演奏会灘

をありがとうござ

いました。

束2　阿江誠子
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5月31日（水）牛田山ハイキングクラブの13名は中山

の「石が迫第2ため池」の

モリアオガエルの卵を見に

行きました。牛田東四丁目

の登山口から登り、中山中

町ロコースへ下山。近くの

ため池で樹上に産み付けら

れたモリアオガエルの卵を

見てきました。感動！！
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帰路は牛田山頂上で昼食後、早稲田団地へ下山、楽しい－

日でした。 早4　杉本日出明
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醒錠鰹観酢粥庸
6／25（日）東区福祉セン

ターで開催された東区女

性会まつり。今年の新企

画は、大瀬戸千嶋さんの

楽曲「NEXT CENTUR

Y」をみんなで歌いましょ

i掌 ：「′ ∴言∴一 �◆　　i　◆◆i〇　　一111　－－1｝ 

う！と合唱祭でした。東区女性会のテーマ曲として、

「よりよい未来を願って今日を生きよう」という優しい

詩に込められた力強い想いが、次の世代に歌い継がれて

いきますように。早稲田中学校の生徒さんも参加してく

－！ ； ！ 宣 

」鳶鎖灘i‘ご年 　上 　∴） 
∴生∴ らiーi‾‾ 

高 

れました。他のコー

ナーも大盛況！

それにしても、女性

パワーはすごい！と

感じた1日でした。
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5月26日（金）7時5⑦

分早稲田発→つばめ交通の
バス。24名で元気に出発日

まずは岩国の青春公園・
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錦帯橋を散策。これまでに譲
行ったことのある人も、ゆっ

くり見て回るのは初めて…

と、それぞれに分かれてうむ＿

ろうちしたあと、ロープウェーのふもとの食事処「わ

たほうし」で集合。ヘルシーでボリュームたっ′3年Iの

昼定食を頂きました。後半は、CARPの由宇練習場
へ！2督戦（対阪神）の試合を観戦。その時練習して

いたジョン＼／ンやパテイスタは、そのあと一軍で結果

を出しはじめて…きっと私たちの応援の声が届いたか
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なあ…とうれし

い気持ちでCA

RPの試合をみ

ています。帰り

のバスでのビー

ルも美味しぐ‥。

たのしい初夏の
一日でした。

畦会　M


